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　65歳以上の人の介護保険料が、平成27年4月から変わりました。保険料は次のとおりです。
　所得段階の区分を12段階に増やし、よりきめ細かく所得に応じて保険料を決定するよう配慮するとともに、所得の低い
人の負担を軽減するため、新第1段階については、公費（国・県・市）を投入して保険料率0.5を0.45に引き下げました。

※1 老齢福祉年金　明治44年（1911年）4月1日以前に生まれた方、または大正5年（1916年）4月1日以前に生まれた方で一定の要
件を満たしている方が受けている年金です。

※2 合計所得金額　「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた金額のことで、扶養控除や医療費控除をす
る前の金額です。

新第12段階 139,200円
11,600円

保険料
（上段：年額）
（下段：月額）

保険料率段　階 対　象　者

2.00本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が800万円以上
の人

新第11段階 125,280円
10,440円1.80本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が400万円以上

800万円未満の人

新第10段階 118,320円
9,860円1.70本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が290万円以上

400万円未満の人

新第9段階 104,400円
8,700円1.50本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が190万円以上

290万円未満の人

新第8段階 90,480円
7,540円1.30本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上

190万円未満の人

新第7段階 83,520円
6,960円1.20本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が80万円以上

120万円未満の人

新第6段階 76,560円
6,380円1.10本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が80万円未満

の人

新第5段階
（標準）

69,600円
5,800円

1.00
（基準額）

世帯に市民税課税者がいて本人が非課税者で上記に該当しな
い人

新第4段階 62,640円
5,220円0.90世帯に市民税課税者がいて、本人が非課税者で「前年の合計

所得金額+課税年金収入額≦80万円／年」を満たす人

新第3段階 52,200円
4,350円0.75世帯全員が市民税非課税者であって上記に該当しない人

新第2段階 48,720円
4,060円0.70世帯全員が市民税非課税者であって上記に該当せず、「前年の

合計所得金額＋課税年金収入額≦120万円／年」を満たす人

新第1段階 31,320円
2,610円

0.50
↓

（公費負担）
↓
0.45

●生活保護受給者
●世帯全員が市民税非課税者であって老齢福祉年金受給者※1
●世帯全員が市民税非課税者であって「前年の合計所得金額※2
　＋課税年金収入額≦80万円／年」を満たす人

この冊子は環境に配慮し、古紙配合率100％の再生紙
及び植物油インキを使用しています

禁無断転載　東京法規出版
KG011760－P15-1

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられる
よう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

平成27年度からの介護保険料

坂井地区広域連合
〒919-0526　福井県坂井市坂井町上兵庫第40号15番地

介護保険課  資格給付係…電話番号：0776-91-3309（直通）
　　　　　  認定審査係…電話番号：0776-91-3310（直通）
　　　　　　　　　　　　　  URL：http://www.kouiki.sakai.fukui.jp

　　　　　　　　　　　  電話番号：0776-72-3305（代表）　FAX：0776-72-3306



介護保険のしくみ

　介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさ
んは、加入者（被保険者）となって保険料を納め、介護が必要となったときには、
費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。

みんなで支え合う制度です

　介護予防や地域の総合的な相談
の拠点として、設置されています。

介護保険制度を運営します。

●指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、
非営利組織などが、サービスを提供します。

●介護報酬の支払い

●サービスの提供

●利用料の支払い

●要介護認定

●保険証の交付
●介護保険負担割合証の
　交付（平成27年8月から）

坂井地区広域連合（保険者)

サービス事業者

地域包括支援センター

●保険料の納付

●介護予防ケアマネジメント
●総合的な相談・支援
●権利擁護、虐待の早期発見・防止
●ケアマネジャーへの支援

　第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活
の支援が必要となったとき、介護や支援が必要であ
ると「認定」を受け、サービスを利用できます。

　第2号被保険者は、老化が原因とされる病気（特
定疾病）により介護や支援が必要となったとき、
｢要介護認定」を受け、サービスを利用できます。

サービスを利用できる人

サービスを利用できる人

特定疾病

医師が一般に認められている
医学的知見にもとづき回復の
見込みがない状態に至ったと
判断したものに限る（ ）
きん いしゅくせいそくさくこう か しょう
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介護や支援が必要と認められたら、介護保険のサービスが利用できます。
●保険料を納めます。
●サービスを利用するため、要介護認定の申請をします。
●サービスを利用し、利用料を支払います。

介護保険に加入する人（被保険者）

第2号被保険者 40歳以上65歳未満の人
（医療保険に加入している人）

第1号被保険者 65歳以上の人

●がん

●関節リウマチ

●筋萎縮性側索硬化症

●後縦靱帯骨化症

●骨折を伴う骨粗鬆症

●初老期における認知症

●進行性核上性麻痺、大

　脳皮質基底核変性症お

　よびパーキンソン病

●脊髄小脳変性症

●脊柱管狭窄症

●早老症

●多系統萎縮症

●糖尿病性神経障害、糖

　尿病性腎症および糖尿

　病性網膜症

●脳血管疾患

●閉塞性動脈硬化症

●慢性閉塞性肺疾患

●両側の膝関節または股

　関節に著しい変形を伴

　う変形性関節症

ともな

●要介護認定の申請

利用者に合ったサービスを提供します。

しんこうせいかくじょうせい ま ひ だい

のう へん せいしょうひ しつ き ていかく
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まんせいへいそくせいはいしっかん

りょうそく しつかんせつ こ

かんせつ

へいそくせいどうみゃくこう かしょう

のうけっかんしっかん

へんけいせいかんせつしょう

●制度を運営します。
●要介護認定を行います。
●保険証を交付します。
●介護保険負担割合証を交付
します（平成27年8月から）。
●保険給付を行います。

■介護保険の保険証が交付されます
　介護保険の加入者には医療保険の保険証とは別に、一人に一枚の保険証（介護保険被保険
者証）が交付されます。介護保険のサービスを利用するときなどに欠かせないものですから
大切に扱いましょう。
●65歳に到達する月に交付されます。
●40歳以上65歳未満の人は、認定を受けた場合などに交付されます。

■介護保険負担割合証が交付されます
　介護保険の認定を受けている人には、介護保険負担割合証が交付されます。サービス利用
の際に負担する割合(1割または2割）が記載されています。
　くわしくは、P14をご覧ください。
●有効期間は1年間（8月～翌年7月末）です。
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（※坂井地区（あわら市・坂井市）の場合、介護保険事業の共同事務をする坂井地区広域連合が保険者となります。）
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申請から認定まで
　サービスを利用するためには、要介護・要支援の認定を受ける必要がありま
す。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。

　申請の窓口は各市役所（坂井市総合
支所含む）の介護保険担当課です。申
請は、本人のほか家族でもできます。
　次のところでも申
請の依頼ができます。
（更新申請・区分変更
申請も含みます。）

●有効期間内に心身の状況が変化した場合、
認定の区分変更申請ができます。

●認定調査
　心身の状況を調べるために、本人と
家族などから聞き取り調査などをしま
す。
※全国共通の調査票が使われます。

●主治医意見書
　主治医から介護を必要とする原因疾
患などについての記載を受けます。

●申請書
　各市役所担当課（坂井市総合支所含
む）の窓口に置いてあります。

●介護保険の保険証
　40歳以上～65歳未満の方は健康保険
の保険証が必要です。
　申請書には主治医の氏名・医療機関
名・所在地・電話番号を記入する欄があ
ります。かかりつけの医師がいる方は、
確認しておきましょう。 ●一次判定（コンピュータ判定）

　調査票をコンピュータ分析し、要介
護状態区分を導き出します。

●地域包括支援センター
●居宅介護支援事業所
●介護保険施設

●認定には有効期間があります。サービスを
継続して利用する場合は、有効期間が過ぎ
る前に更新の申請が必要です。更新は有効
期間終了日の60日前から申請できます。
※被保険者証の「認定の有効期間」を確認し
てください。

認定の更新・変更

●交通事故等の第三者の行為が原因で認定申
請する場合や労災保険が適用される場合は、
介護保険課に連絡をお願いします。

その他

※認定結果の通知は、原則として30日以内に送られてきます。

認定申請 調査と審査が
行われます

介護予防教室に
参加できます。

認定結果を
お知らせします

P6へ

介護予防サービス（予防給付）
を利用できます

介護サービス（介護給付）
を利用できます

要介護認定までの流れ

●二次判定（介護認定審査会）
　認定調査の結果と主治医意見書を
もとに、保健、医療、福祉の専門家
が審査します。

申請に必要なもの

4 5

P8へ

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

要支援1

要支援2

非該当

※居宅介護支援事業所
県の指定を受けたケ
アマネジャーが在籍
する事業所です。

居宅介護支援事業所※などに
依頼して利用するサービスを
具体的に盛り込んだケアプランを作成
し、ケアプランに
もとづいてサービ
スを利用します。

各市の地域包括支援センター
が介護予防ケアプランを作成
するなど、住み慣れ
た地域で自立した生
活を続けていけるよ
う支援します。

地域包括支援センターの名称・連絡先
●あわら地域包括支援センター
　（あわら市役所健康長寿課内）
開所時間：午前8：30～午後5：15
TEL：0776-73-8046　あわら市市姫3-3-1
●坂井市地域包括支援センター
　（坂井市役所高齢福祉課内）
開所時間：午前8：30～午後5：15
TEL：0776-50-2264　坂井市坂井町下新庄1-1

　介護保険のサービスは、利用
できません。
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在宅サービス
　居宅介護支援事業者などに依頼し、ケアマネジャーに相談しながら
「ケアプラン」を作成します。ケアプランは利用者の現状に合わせて、
適切な介護サービスを利用するためのプランです。

ケアプランを作成します（居宅介護支援）

　ホームヘルパーが居宅を訪問し、
食事や掃除、洗濯、買い物などの
身体介護や生活援助をします。

訪問介護（ホームヘルプ） ●利用者負担のめやす
身体介護中心（20分以上30分未満の場合） 245円

生活援助中心（20分以上45分未満の場合） 183円

自宅での日常生活の手助け

※早朝・夜間は25％加算、深夜は50％が加算されます。

　通所介護施設で、食事、入浴などの日常
生活上の支援や、生活行為向上のための支
援を日帰りでします。

　介護老人保健施設や医療機関などで、入浴
などの日常生活上の支援や、生活行為向上の
ためのリハビリテーションを日帰りでします。

要介護 1

～

要介護 5

656円

～

1,144円

要介護 1

～

要介護 5

726円

～

1,321円

●利用者負担のめやす（1日）

施設に通って利用するサービス

※送迎を含みます。また、食費・日常生活費は別途必要です。※送迎を含みます。また、食費・日常生活費は別途必要です。

※平成28年4月から、定員18名以下の通所介護施設は地域密着型サービスになります。

通所介護（デイサービス）  通所リハビリテーション（デイケア）

〈通常規模の事業所の場合〉（7時間以上9時間未満の場合）
●利用者負担のめやす（1日）
〈通常規模の事業所の場合〉（6時間以上8時間未満の場合）

居宅療養管理指導 訪問看護

●利用者負担のめやす

医師・歯科医師が行う場合
（月2回まで） 503円

　医師、歯科医師、薬剤師、
管理栄養士などが居宅を訪
問し、療養上の管理や指導
をします。

　疾患などを抱えている人について、看護
師などが居宅を訪問して、療養上の世話や
診療の補助をします。

医師の指導のもとでの助言、管理サービス

●利用者負担のめやす

463円

392円

※早朝・夜間は25％加算、深夜は50％加算。緊急時訪問
看護加算、特別な管理を必要とする場合などの加算あり。

訪問看護ステーションから（30分未満の場合）

病院または診療所から（30分未満の場合）

介護サービス〈要介護1～5の人〉

★利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の1割を掲載しています。基本的な費用のほかに、
サービスの利用内容による加算や地域による加算などさまざまな加算があります。

訪問入浴介護 訪問リハビリテーション

●利用者負担のめやす
1回 1,234円

●利用者負担のめやす

1回※ 302円

　介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移
動入浴車などで入浴介護をします。

　医師の指示に基づき、理学療法士や作業
療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハ
ビリテーションをします。

訪問してもらい利用するサービス

※20分間リハビリテー
ションを行った場合です。

ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者負担はありません。

利用者負担が変わりました。

短期入所療養介護
（医療型ショートステイ）（ショートステイ）

　介護老人福祉施設などに短期間入所して、
食事、入浴などの介護や機能訓練などが受け
られます。

　介護老人保健施設などに短期間入所して、
食事、入浴などの介護や機能訓練、医師の診
療などが受けられます。

短期間入所して利用するサービス ※連続した利用が30日を超えた場合、
31日目から全額利用者負担となります。

要介護 1

～

要介護 5

従来型
個室 多床室

579円

～

846円

599円(646円)

～

866円(913円)

677円

～

946円

要介護 1

～

要介護 5

従来型
個室 多床室

750円

～

959円

823円

～

1,036円

829円

～

1,040円

〈介護老人福祉施設・併設型の施設の場合〉 〈介護老人保健施設の場合〉

ユニット型
（準）個室

ユニット型
（準）個室

※食費、滞在費、その他の日常生活費は別途必要です。
※（　）内は平成27年7月までの多床室の金額です。

※食費、滞在費、その他の日常生活費は別途必要です。

●利用者負担のめやす（1日） ●利用者負担のめやす（1日）

短期入所生活介護

施設に入居している人が利用するサービス
特定施設入居者生活介護
　有料老人ホームなどに入居している高齢者
に、日常生活上の支援や介護を提供します。

要介護1
～

要介護5

533円

～

798円

●利用者負担のめやす（1日）

P13をご覧ください
P12をご覧ください

住宅改修費支給福祉用具貸与
特定福祉用具販売
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介護予防サービス
介護予防サービス〈要支援1・2の人〉

　地域包括支援センターに連絡し、保健師などと話し合いながら、利用者の目標に合わせた「介護
予防ケアプラン」を作成します。介護予防ケアプランは一定期間ごとに効果を評価し必要に応じて
見直します。

介護予防ケアプランを作成します（介護予防支援）

介護予防ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者負担はありません。

医師の指導のもとでの助言、管理サービス
介護予防居宅療養管理指導 介護予防訪問看護
　医師、歯科医師、薬剤師、
管理栄養士などが訪問し、
介護予防を目的とした療養
上の管理や指導をします。

　看護師などが訪問して、介護予防を目的と
した療養上の世話や診療の補助をします。

●利用者負担のめやす

医師・歯科医師が行う場合
（月2回まで） 503円

●利用者負担のめやす

※早朝・夜間は25％加算、深夜は50％加算。緊急時訪問
看護加算、特別な管理を必要とする場合などの加算あり。

463円

392円

訪問看護ステーションから（30分未満の場合）

病院または診療所から（30分未満の場合）

※身体介護･生活援助の区分はありません。
※通院等乗降介助は利用できません。

週1回程度の利用 1,168円

週2回程度の利用 2,335円

　利用者が自立した生活ができる
よう、ホームヘルパーによる入浴
や食事など生活の支援が受けられ
ます。

介護予防訪問介護（ホームヘルプ） ●利用者負担のめやす（1か月につき）

自宅での日常生活の手助け

★利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の1割を掲載しています。基本的な費用のほかに、
サービスの利用内容による加算や地域による加算などさまざまな加算があります。

訪問してもらい利用するサービス
介護予防訪問入浴介護

●利用者負担のめやす
1回※ 302円

介護予防訪問リハビリテーション
　疾病その他のやむを得ない理由により入浴の
介護が必要な場合に、サービスを受けられます。

　医師の指示に基づき、理学療法士や作業療
法士、言語聴覚士に訪問してもらい、リハビ
リテーションをします。

●利用者負担のめやす
1回 834円

※20分間リハビリテー
ションを行った場合です。

利用者負担が変わりました。

介護予防通所介護（デイサービス）
　介護老人保健施設などで、食事・入浴など
の日常生活上の支援や生活行為向上のための
支援、リハビリテーション、目標に合わせた
選択的サービスが利用できます。

施設に通って利用するサービス

※食費、日常生活費は別途必要です。

共通的サービス ※送迎、入浴を含む。

要支援 1 1,647円

要支援 2 3,377円

※食費、日常生活費は別途必要です。

共通的サービス ※送迎、入浴を含む。

要支援 1 1,812円

要支援 2 3,715円

●利用者負担のめやす（1か月につき） ●利用者負担のめやす（1か月につき）

介護予防通所リハビリテーション（デイケア）
　通所介護施設で、食事・入浴などの日常生
活上の支援や生活行為向上のための支援、目
標に合わせた選択的サービスが利用できます。

介護予防特定施設入居者生活介護

要支援 1 179円

要支援 2 308円

　有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防
を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）
　介護老人福祉施設などに短期間入所して、
日常生活上の支援（食事、入浴、排せつな
ど）や機能訓練などが受けられます。

※食費、滞在費、その他の日常生活費は別途必要です。
※（　）内は平成27年7月までの多床室の金額です。

〈介護老人福祉施設・併設型の施設の場合〉

433円

538円

438円
（473円）
539円
（581円）

508円

631円

要支援 1

要支援 2

従来型個室 多床室 ユニット型
（準）個室

施設に入居している人が利用するサービス

●利用者負担のめやす（1日）

●利用者負担のめやす（1日）

介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）
　介護老人保健施設などに短期間入所して、
介護予防を目的とした医療上のケアを含む日
常生活上の支援や機能訓練、医師の診療など
が受けられます。

※食費、滞在費、その他の日常生活費は別途必要です。

〈介護老人保健施設の場合〉

575円

716円

608円

762円

618円

775円

要支援 1

要支援 2

従来型個室 多床室 ユニット型
（準）個室

●利用者負担のめやす（1日）

介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売

P12をご覧ください

介護予防住宅改修費支給
P13をご覧ください

短期間入所して利用するサービス ※連続した利用が30日を超えた場合、
31日目から全額利用者負担となります。
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施設サービス

介護老人保健施設（老人保健施設）

　施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって、入所する施設を選択
します。入所の申し込みは介護保険施設に直接行い、事業者と契約します。

施設サービス

　病状が安定している人に対し、医学的管理の
もとで看護、介護、リハビリテーションを行う
施設です。医療上のケアやリハビリ、介護を一
体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
　寝たきりや認知症により日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所
します。食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護や療養上の世話が受けられます。

介護療養型医療施設（療養病床等）
病院での長期的な療養が必要

　急性期の治療は終わったものの、医学的
管理のもとで長期療養が必要な人のための
医療施設です。医療、看護、介護、リハビ
リテーションなどが受けられます。

　サービス費用の利用者負担分のほかに、居住費・食費・日常生活費が利用者負担となります。
施設に入所した場合の利用者負担

低所得の人の居住費・食費の負担軽減

第1段階

第2段階

第3段階

820円

1,310円

490円

1,310円

490円
（320円）

1,310円
（820円）

0円

370円

370円

300円

820円 490円 490円
（420円） 390円

650円

利用者負担段階 ユニット型
個室

ユニット型
準個室

従来型
個室 多床室

食費の
負担
限度額

居住費等の負担限度額

1,970円 1,640円 1,640円（1,150円） 1,380円370円（840円）
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室 食費

居住費等

本人および世帯全員が住民税非課税で、
老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計
所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人
本人および世帯全員が住民税非課税で、
利用者負担段階第2段階以外の人

　低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下表の負担限度額までの
利用者負担となります。超えた分は介護保険から給付されます（特定入所者介護サービス費等）。

●負担限度額【１日あたり】

●基準費用額【１日あたりの施設における居住費、食費の平均的な費用を勘案して定める額】
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。

リハビリを受けたい

生活全般の介護が必要

多床室の基準費用額が変わりました。

多床室の負担限度額が変わりました。
平成27年8月から食費・居住費の負担軽減の要件が変わります。

●要支援の人は、施設サー
ビスは利用できません。

★基本的な費用のほかに、サービスの利用内容による加算や地域による加算などさまざまな加算があります。

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室と多床室は（　）内の金額となります。多床室については平成27年8
月から適用されます。

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（　）内の金額となります。

●平成27年8月から、下記のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等を受けられません。
　❶住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税
　❷住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も住民税非課税）でも、預貯金等が一定額（単身1,000万円、夫婦2,000万円）を超える

　住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。
※原則として、利用者は、あわら市、坂井市の住民に限定されます。

住み慣れた地域で生活を続けるために
［　］内は、介護予防サービスの名称です。

認知症高齢者を対象としたサービス

　認知症の人が、入浴・排せつ・食事などの介
護や機能訓練などを日帰りで受けられます。

地域密着型サービス

　定員29名以下の小規模な介護老人福祉施設
に入所する人が、 入浴・排せつ・食事などの介
護や機能訓練を受けられます。

　定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状態に応じ
て、24時間必要なタイミングで柔軟に提供します。また、看護師との
連携により、介護と看護の一体的なサービスを受けることができます。

24時間対応サービス

身近な地域の小規模な施設サービス

★利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の1割を掲載しています。基本的な費用のほかに、
サービスの利用内容による加算や地域による加算などさまざまな加算があります。

利用者負担が変わりました。

新規入所者は原則として要介護３～５の人が対象です。地域密着型介護老人福祉施設
〈ユニット型個室の場合〉

●利用者負担のめやす（1か月につき）
〈介護、看護一体型事業所の場合〉

要介護1

～

要介護5

985円

～

1,414円

要介護1

～

要介護5

8,255円

～

29,399円

●利用者負担のめやす（1日）
要介護1

～

要介護5

625円

～

894円

●利用者負担のめやす（1日）
〈単独型事業所の場合〉（7時間以上9時間未満の場合）

●利用者負担のめやす（1日）
〈ユニット数が1の場合〉

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

認知症対応型通所介護
［介護予防認知症対応型通所介護］

要支援1

要支援2

852円

952円

要介護1

～

要介護5

759円

～

852円

要支援2 755円

　認知症の人が、共同生活する住居で、入浴・排
せつ・食事などの介護や機能訓練を受けられます。

認知症対応型共同生活介護
［介護予防認知症対応型共同生活介護］

※要支援1・2の人は利用できません。

※要支援1の人は
　利用できません。

多機能なサービス

　施設への通いを中心に、居宅への訪問や短期間の宿
泊を組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。

要介護1

～

要介護5

10,320円

～

26,849円

●利用者負担のめやす（1か月につき） ●利用者負担のめやす（1か月につき）

小規模多機能型居宅介護
［介護予防小規模機能型居宅介護］

要支援1

要支援2

3,403円

6,877円

要介護1

～

要介護5

12,341円

～

31,141円

　小規模多機能と訪問看護を組み合わせること
で、介護と看護の一体的なサービスを受けるこ
とができます。

看護小規模多機能型居宅介護

※要支援1・2の人は利用できません。

※要支援1・2の人は
　利用できません。

新規入所者は原則として要介護３～５の
人が対象です。
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生活環境を整えるサービス

介護保険で利用できるサービス
生活する環境を整えるサービス
※【　】内は介護予防サービスの名称です。

手続きの流れ

坂井地区広域連合へ領収書などを
提出

住宅改修費の支給

① 完了届
② 住宅改修に要した費用の領収書
　（宛名は給付を受ける被保険者）
③ 工事費内訳書
　介護保険の対象となる工事の種類を明記し、
各費用などが適切に区分してあるもの

④ 改修後の写真（日付入り）

工事の実施・完了／支払い（全額）

坂井地区広域連合へ事前に申請
坂井地区広域連合の確認

施工事業者の選択・見積もり依頼

ケアマネジャーなどに相談
申請に必要な書類

① 住宅改修費支給申請書
② 住宅改修が必要な理由書
　 ケアマネジャーなどに作成を依頼します。
③ 見積書又は工事費内訳書
④ 改修前の写真（日付入り）
⑤ 改修前後の状態が確認できる図面
【必要に応じて添付する書類】
　改修を行う住宅が申請者の所有でない場合、所
有者の承諾書

住みなれた家を暮らしやすい環境にしたい

福祉用具を利用して自分でできることを増やしたい

●腰掛便座（便座の底上げ部材を含む）
●特殊尿器（自動排せつ処理装置の交換部品）
●入浴補助用具（入浴用いす、浴槽用手すり、
浴槽内いす、入浴用介助ベルト等）
●簡易浴槽　●移動用リフトのつり具の部分

❶手すり　❷スロープ　❸歩行器
❹歩行補助つえ（松葉づえ、多点つえ等）
❺車いす
❻車いす付属品（クッション、電動補助装置等)
❼特殊寝台
❽特殊寝台付属品（サイドレール、マットレ
ス、スライディングボード等）

❾床ずれ防止用具
10体位変換器（起き上がり補助装置を含む）
11認知症老人徘徊感知機器（離床センサーを含む)
12移動用リフト（立ち上がり座いす、入浴用リ
フト、段差解消機、階段移動用リフト含む）
13自動排せつ処理装置

原則、要支援1・2の方、要介護1の方は❶～❹のみ利用できます。
13は、要介護4・5の方のみ利用できます。

支給の対象は、次の5種類です。

提出に必要な書類

住宅改修費支給［介護予防住宅改修費支給］ 事前の事前の申請が必要です

●利用者負担について

　事前に申請したうえで、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費が
支給されます。

工事前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャー
か各市役所（坂井市総合支所含む）の窓口に相談しましょう。

介護保険でできる住宅改修の例

●手すりの取り付け
●段差の解消
●滑りにくい床材に変更
●引き戸などへの扉の取り替え
●和式便器を洋式便器などに取り替え
●上記の工事にともなって必要となる工事

要支援1・2要介護1～5

●いったん利用者が改修費を全額負担します。工事完了後に必要書類を提出し、審査後、20万円を上
限に費用の9割が介護保険から支給され、1割を負担します。一定以上所得者は平成27年8月から8
割が介護保険から支給され、2割を負担します。
●引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度給付を受けることができます。

　日常生活の自立を助けるための福祉用具（下記の13品目）を借りることができます。

福祉用具貸与［介護予防福祉用具貸与］

●利用者負担について
●用具の種類や事業者により金額は変わります。支給限度額（P14）が適用されます。

特定福祉用具販売［特定介護予防福祉用具販売］
　下記の福祉用具を、都道府県などの指定を受けた事業者から購入したとき、購入費が支
給されます。

●利用者負担について

申請が必要です

●いったん利用者が全額負担します。あとで領収書などを添えて市区町村に申請すると、同年度（4月
1日～翌年3月31日）で10万円を上限に費用の9割が介護保険から支給され、1割を負担します。
一定以上所得者は平成27年8月から8割が介護保険から支給され、2割を負担します。
●都道府県などの指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんので、ご注意くだ
さい。

　自立した生活を目指すために、福祉用具のレンタル（貸与）や購入費を支給するサービス、住宅
の改修が必要な場合に、改修費を支給するサービスがあります。
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介護（介護予防）サービスは
1割または2割の利用者負担で
利用できます

利用者負担の割合

　ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、か
かった費用の1割または2割をサービス事業者に支払います。

　在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額（支給限度額）が決められています。上限額の範
囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割（一定以上所得者は、平成27年8月から2割）で
すが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

支給限度額

50,030円

104,730円

166,920円

196,160円

269,310円

308,060円

360,650円

1か月の在宅サービスの支給限度額

●介護予防居宅療養管理指導
●介護予防特定施設入居者生活介護
●介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用を除く）
●特定介護予防福祉用具販売
●介護予防住宅改修費支給

支給限度額が適用されないサービス
要支援1・2の人のサービス

●居宅療養管理指導　●特定施設入居者生活介護
●認知症対応型共同生活介護（短期利用を除く）
●地域密着型介護老人福祉施設
●特定福祉用具販売　●住宅改修費支給
●介護老人福祉施設　●介護老人保健施設
●介護療養型医療施設

要介護1～5の人のサービス

例 要介護1の人が、1か月180,000円分のサービスを利用した場合の利用者負担額（1割負担の場合）

実際に利用した額180,000円

支給限度額166,920円

利用者負担額
29,772円+ =

要介護状態区分

1割負担16,692円 支給限度額を超えた分13,080円

変わります

介護保険負担割合証が発行されます（平成27年8月から）

平成27年8月から、一定以上所得者（本人の合計所得金額が160万
円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入＋その他の合計所

得金額」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上）は、2割負担とな
ります。

要介護認定を受けた人に、利用者負担の割合（1割または2割）が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。

　同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計
額（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯
合計額）が右表の上限額を超えたときは、申請に
より超えた分が「高額介護サービス費等」として
後から支給されます。申請する際は、「高額介護
サービス費等支給申請書」を提出してください。

　介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます（高額医療・
高額介護合算制度）。介護保険と医療保険のそれぞれ月の限度額を適用後、年間（8月～翌年7月末）の利
用者負担額を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額（年額／8月～翌年7月末）

※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります
●毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます
●支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です

※社会福祉法人等よりサービスを受ける場合は、「居宅サービス利用者負担額軽減事業」のほか、「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者
負担軽減制度」の手続きが必要となります。

利用者負担の上限額（1か月）

介護保険を利用しやすくするために利用者負担の軽減制度があります

住民税非課税世帯

70歳未満の人

176万円
135万円
67万円
63万円
34万円

901万円超

210万円以下

600万円超901万円以下
210万円超600万円以下

所得区分 70～74歳の人 後期高齢者医療制度
で医療を受ける人

現役並み所得者
一　般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ  

67万円
56万円
31万円
19万円

67万円
56万円
31万円
19万円※

平成26年8月～
　平成27年7月 平成27年8月～

212万円
141万円
67万円
60万円
34万円

所　得
（基礎控除後の総所得金額等）

●在宅サービスの費用について

●1か月の利用者負担が上限額を超えたとき

●介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき

　次の条件を満たす方が、対象となるサービスを利用した場合、利用者負担（1割負担分）が50％軽減
されます。

 軽減を受けるためには、申請が必要となります。対象要件に該当すると思われる方は、ご印鑑・上記対
象要件にある収入額等が確認できる書類等をお持ちの上、お近くの市役所（坂井市各総合支所含む）の
介護保険担当課で手続きをしてください。

●居宅サービス利用者負担の軽減（居宅サービス利用者負担額軽減事業）

利用者負担段階区分
平成27年7月まで 平成27年8月から

上限額（月額）

世帯 37,200円 世帯 37,200円

世帯 44,400円

世帯 24,600円 世帯 24,600円

個人 15,000円

世帯 15,000円

個人 15,000円

世帯 15,000円

個人 15,000円 個人 15,000円

●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減額すること
で、生活保護の受給者とならない場合

●一般世帯

●現役並み所得者※

●住民税世帯非課税

●合計所得金額および課税年金収
入額の合計が80万円以下の人

●老齢福祉年金の受給者

【平成27年8月新設】

変わります 平成27年8月から、利用者負担段
階区分に現役並み所得者（同一世

帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者が
いて、収入が単身383万円以上、2人以上520万
円以上の人）を新設し、上限額が設定されます。

変わります 平成27年8月から、70歳未満の人の限度額が変わります。

❶世帯全員が住民税非課税
❷年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増
えるごとに50万円を加算した額以下（世帯収入とは、
給与、年金及びその他一切の収入をいう。)
❸預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増え
るごとに100万円を加算した額以下
❹日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
こと
❺負担能力のある親族等に扶養されていないこと
❻介護保険料を滞納していないこと

❶訪問介護・介護予防訪問介護
❷訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
❸訪問看護・介護予防訪問看護
❹訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
❺通所介護・介護予防通所介護
❻通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
❼認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
❽小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
❾看護小規模多機能型居宅介護
10定期巡回・随時対応型訪問介護看護

対
象
サ
ー
ビ
ス

対　

象　

要　

件

独自軽減事業
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　65歳以上の人の介護保険料が、平成27年4月から変わりました。保険料は次のとおりです。
　所得段階の区分を12段階に増やし、よりきめ細かく所得に応じて保険料を決定するよう配慮するとともに、所得の低い
人の負担を軽減するため、新第1段階については、公費（国・県・市）を投入して保険料率0.5を0.45に引き下げました。

※1 老齢福祉年金　明治44年（1911年）4月1日以前に生まれた方、または大正5年（1916年）4月1日以前に生まれた方で一定の要
件を満たしている方が受けている年金です。

※2 合計所得金額　「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた金額のことで、扶養控除や医療費控除をす
る前の金額です。

新第12段階 139,200円
11,600円

保険料
（上段：年額）
（下段：月額）

保険料率段　階 対　象　者

2.00本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が800万円以上
の人

新第11段階 125,280円
10,440円1.80本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が400万円以上

800万円未満の人

新第10段階 118,320円
9,860円1.70本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が290万円以上

400万円未満の人

新第9段階 104,400円
8,700円1.50本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が190万円以上

290万円未満の人

新第8段階 90,480円
7,540円1.30本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上

190万円未満の人

新第7段階 83,520円
6,960円1.20本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が80万円以上

120万円未満の人

新第6段階 76,560円
6,380円1.10本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が80万円未満

の人

新第5段階
（標準）

69,600円
5,800円

1.00
（基準額）

世帯に市民税課税者がいて本人が非課税者で上記に該当しな
い人

新第4段階 62,640円
5,220円0.90世帯に市民税課税者がいて、本人が非課税者で「前年の合計

所得金額+課税年金収入額≦80万円／年」を満たす人

新第3段階 52,200円
4,350円0.75世帯全員が市民税非課税者であって上記に該当しない人

新第2段階 48,720円
4,060円0.70世帯全員が市民税非課税者であって上記に該当せず、「前年の

合計所得金額＋課税年金収入額≦120万円／年」を満たす人

新第1段階 31,320円
2,610円

0.50
↓

（公費負担）
↓
0.45

●生活保護受給者
●世帯全員が市民税非課税者であって老齢福祉年金受給者※1
●世帯全員が市民税非課税者であって「前年の合計所得金額※2
　＋課税年金収入額≦80万円／年」を満たす人

この冊子は環境に配慮し、古紙配合率100％の再生紙
及び植物油インキを使用しています

禁無断転載　東京法規出版
KG011760－P15-1

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられる
よう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

平成27年度からの介護保険料

坂井地区広域連合
〒919-0526　福井県坂井市坂井町上兵庫第40号15番地

介護保険課  資格給付係…電話番号：0776-91-3309（直通）
　　　　　  認定審査係…電話番号：0776-91-3310（直通）
　　　　　　　　　　　　　  URL：http://www.kouiki.sakai.fukui.jp

　　　　　　　　　　　  電話番号：0776-72-3305（代表）　FAX：0776-72-3306
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